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会務報告  

MOHO 国際学会のお知らせ  
WFOT 学会前日ワークショップ  
  
知る．

各位	
 
Forsyth 教授と私は、WFOT 学会の前日，2014 年 6
月 17 日に開催されます人間作業モデル（MOHO）国際

・MOHO を実践で用いている他の作業療法士とネット
ワークを作る．
・MOHO を発展させるために国際的な協業の努力に参

学会を共同して指揮することになりました．
私たちは、MOHO の最新の革新的知識を知るために
この１日のイベントに参加していただくようにご招待し

加する機会を提供する．
◎学会前日の MOHO 国際学会にどのようにしたら参加

ます．参加を希望される場合には、WFOT ホームページ

できますか？

(日本作業療法士協会のホームページ)に入っていただい

WFOT のホームページで「WFOT Pre-congress

て関連する事項について指示に従って申し込み下さい．

MOHO Institue」を見て登録して下さい．日本作業療法

6 月 17 日にお目にかかれることを楽しみにしており

士協会のホームページから入ることができます．

ます．よろしくお願い申し上げます．
日本作業行動学会会長
山田	
  孝

参加人数には上限があり，120 名の予定です．
プログラム
午前：

WFOT 学会前日ワークショップ：	
 

MOHO の新しいもの．概要提示

人間作業モデル国際学会のご案内	
 

・MOHO 評価プロプロトコール（Kirsty）

	
 

・Flightgate(搭乗口)：研究と応用（Jane）

2014 年 6 月 17 日（8000 円）

小児と家族

皆さんは日本で開催される世界作業療法士連盟学会に参

・CIRCLE：研究と応用（Donald）

加するご予定がありますか．皆さんが日本に行って

・ACHIEVE：研究と応用（Donald）

WFOT に参加するならば，2014 年 6 月 17 日の WFOT

高齢者

学会の前日に MOHO の国際学会がありますので，参加

・メアリーの協業：研究と応用（Christine）

してみませんか．	
 

・はっきりとさせること：研究と応用（Ashley）

◎学会前日の MOHO 国際学会とは何でしょう．

・MOHOxpLOR：研究と応用（John）

	
  人間作業モデル（MOHO）に興味がある実践家と研究

成人

者の国際的な集会です．私たちは精神科，身体障害，小

・Wayfinder Pathway：研究と応用（Michelle）

児と家族，生産年齢にある成人，高齢者のサービスのす

・REIS：研究と応用（Michelle/Gail）

べての分野の実践家と研究者を歓迎します．これらすべ

・職業リハビリテーション：研究と応用（Susan）

ての実践と研究での最新の知識が提供されます．	
 
◎学会前日 MOHO 国際学会から得られることは何でし

午後
午後は，Kirsty のワークショップ、Jane のワークシ

ょう．	
 

ョップ，そして，専門分野のワークショップに入ること

	
  学会前日の MOHO 国際学会の終わりに，あなたは以

ができます．

下の知識を得ることになるでしょう．
・新しい MOHO の独創力を最新のものにする．
・皆さんの実践と研究の領域における進行中の MOHO
研究について知る．	
 
・皆さんの実践と研究の領域において，進行中の MOHO
の実践の適用について知る．	
 
・MOHO を実践に導入するための強力な方法について

ワークショップ A
1/3 は Kirsty のワークショップ
（評価プロトコル）
，
1/3 は Jean のワークショップ（搭乗口 flightgate）
，
1/3 はDonald, Christine または Michelle のワークシ
ョップに参加する．
ワークショップ B
同．

ワークショップ C

まとめ：MOHO のコミュニティーを築き上げること	
 

	
  同
	
 
お知らせ  
  
第 24 回日本作業行動学会学術集会のご案内  

＜関西・大阪・講習会＞	
  3 月 1 日(土)～2 日(日)に，人間
作業モデル講習会を大阪リハビリテーション大学(大阪

	
  第 24 回日本作業行動学会学術集会は，2014 年 8 月 30

市北区天満 1-17-3)で開催しました．
参加者は会員 3 名，

日・31 日に，福岡市の麻生リハビリテーション大学校(福

非会員 26 名，学生 1 名，リピータは会員 1 名，非会員 2

岡市博多区東比恵3-2-1)で開催することになりました．大会

名，合計 33 名でした．講師は山田孝先生(目白大学大学

長は渡邉直美先生(前・帝京大学福岡医療技術学部教授)，

院リハビリテーション学研究科教授)と野藤弘幸先生(浜

実行委員長は青山克美先生(麻生リハビリテーション大学

松大学保健医療学部講師)で，参加費は会員 9,000 円，非

校)の予定です．次号で演題申込法などをお知らせします．

会員 11,000 円，学生 4,500 円でした．	
 

ご期待下さい．

＜中国・広島・講習会＞	
  3 月 22(土)～23 日(日)に，人間
作業モデル講習会を広島都市学園大学(広島市安佐西区

人間作業モデル講習会が開催されました  

大塚東 3-2-1)で開催しました．参加者は非会員 22 名，
学生 1 名，リピータ会員 2 名，非会員 2 名，合計 27 名

＜関西・京都・1 日講習会＞2014 年1 月19 日(日)に, 人間

でした．
講師は山田孝先生(目白大学大学院リハビリテー

作業モデル 1 日講習会・治療編を京都市の京都医健専門

ション学研究科教授)と石井良和先生(首都大学東京大学

学校(京都市中京区衣棚町 51-2)で開催しました．参加者

院人間健康科学研究科教授)で，参加費は会員 9,000 円，

は会員 3 名，非会員 14 名，合計 17 名でした．講師は山

非会員 11,000 円，学生 4,500 円でした．

田孝先生(目白大学大学院リハビリテーション学研究科

  

教授)で，参加費は会員 5,000 円，非会員 7,000 円，学生・
院生 4,500 円でした．
＜東北・山形１日講習会＞	
  1 月 26 日(日)に，人間作業モ
デル 1 日講習会治療編を山形県立保健医療大学(山形市

人間作業モデル事例検討会が開催されました  
12 月 23 日(月・祝)，第 28 回九州を，麻生リハビリテ
ーション大学校(福岡市博多区東比恵 3-2-1)で，午後 1 時

上柳260)で開催しした．
参加者は会員1 名，
非会員3 名，

から午後 5 時まで開催しました．参加者は 33 名，学生

合計 4 名でした．講師は山田孝先生(目白大学大学院リ

13 名，合計 46 名でした．発表者は岸和香奈先生(医療法

ハビリテーション学研究科教授)で，参加費は会員 5,000

人水の木会萩病院．演題名「引きこもり生活を 30 年間

円，非会員 7,000 円，学生 4,500 円でした．	
 

続けていた統合失調症患者への個別 OT」)でした．講師

＜九州・沖縄・１日講習会＞   2 月 11 日(火・祝)に, 人間作

は山田孝先生(目白大学大学院リハビリテーション学研

業モデル 1 日講習会・評価法の実際編を沖縄リハビリテ

究科教授)で，認知症高齢者の絵カード評価法(APCD)の

ーション福祉学院(与那原町字板良敷 1380-1)で開催しま

ミニレクチャーがありました．世話人は青山克美，近藤

した．参加者は会員 1 名，非会員 25 名，学生 1 名，合

昭彦，安部剛敏の各先生(麻生リハビリテーション大学

計 27 名でした．講師は山田孝先生(目白大学大学院リハ
ビリテーション学研究科教授)で，参加費は会員 5,000 円，
非会員 7,000 円，学生・院生 4,500 円でした．  

校)で，参加費は 2,000 円，学生 500 円でした．
2014 年 1 月 11 日(土)に，第 68 回東京(西部地区)を、
午後 5 時から 8 時まで，専門学校社会医学技術学院(小金

＜関東・東京＞	
  2 月 15 日(土)～16 日(日)に，人間作業

井市中町 2-22-32)で開催しました．参加者は会員 7 名,

モデル講習会を専門学校社会医学技術学院(小金井市中

学生7名，
計14名でした．
事例発表はありませんでした．

町 2-22-32)で開催しました．
大雪の中での開催でしたが，

講師は山田孝先生(目白大学大学院リハビリテーション

参加者は会員 4 名，非会員 13 名，リピータ会員 3 名，

学研究科教授)で，絵カード評価法のミニレクチャーがあ

非会員 9 名，合計 29 名でした．講師は山田孝先生(目白

りました．世話人は樗木真実先生(専門学校社会医学技術

大学大学院リハビリテーション学研究科教授)と鈴木憲
雄先生(昭和大学保健医療学部講師)で，両日参加の場合，
会員 9,000 円，非会員 11,000 円，学生 4,500 円，リピ
ータは会員 6,000 円，非会員 8,000 円でした．

学院)で，参加費は 1,500 円でした．
1 月 12 日(日)，第 29 回九州を，麻生リハビリテーシ
ョン大学校(福岡市博多区東比恵 3-2-1)で，午後 1 時から
午後 5 時まで開催しました．参加者は 16 名と学生 1 名

Mar. 2014
で 17 名でした．発表者は青山克美先生(麻生リハビリテ

2 月 9 日(日)に，第 19 回浜松を，浜松市リハビリテー

ーション大学校．演題名「認知症高齢者の絵カード評価

ション病院(浜松市和合町 1327-1)で，午後 1 時から 5 時

法を用いて介入した 2 事例」)でした．講師は山田孝先生

まで開催しました．参加者は 25 名で，事例の発表はあ

(目白大学大学院リハビリテーション学研究科教授)で，

りませんでした．講師は山田孝先生(目白大学大学院リハ

OCAIRS のミニレクチャーがありました．世話人は青山

ビリテーション学研究科教授)で，絵カード評価法のミニ

克美，近藤昭彦，安部剛敏の各先生(麻生リハビリテーシ

レクチャーがありました．世話人は野藤弘幸先生(常葉大

ョン大学校)で，参加費は 2,000 円でした．

学保健医療学部)で，
参加費は会員 2,000 円，
非会員 2,500

1 月 19 日(日)に，第 34 回近畿を，関西学研医療福祉

円(学生 1,500 円)でした．なお，浜松は当分の間，事例

学院(奈良市右京 1-1-5)で，午後 1 時から 5 時まで開催し

検討会を休止します．長年に渡り参加して頂きました

ました．
参加者は 12 名でした．
発表者は櫻井正治先生(田

方々に御礼申し上げます．

辺記念病院．演題名「頚髄損傷の 1 事例」)と梶谷理沙先

2 月 23 日(日)に，第 4 回中四国を，地方独立行政法人

生(西宮協立リハビリテーション病院．演題名「病前の価

岡山県精神科医療センター(岡山市北区鹿田本町 3-16)で，

値や役割の共有から始まった生き生きとした生活」)でし

午後 1 時から 6 時まで開催しました．参加者は 18 名，

た．講師は山田孝先生(目白大学大学院リハビリテーショ

学生 2 名，合計 20 名でした．発表者は．北垣佑一先生

ン学研究科教授)	
 で MOHO のリーズニング表と基本概念

（国立病院機構浜田医療センター．演題名「手紙を書く

のミニレクチャーがありました．世話人は大松慶子先生

ことで夫としての役割に従事した事例～急性期病棟での

(関西学研医療福祉学院)の予定で，参加費はいずれも

短期間の関わり～」）と川上孝行先生(医療法人こまくさ

1,000 円(学生 500 円)でした．

会河口病院．「役割獲得を目指す統合失調症患者の

2 月 1 日(土)に，第 12 回旭川を旭川市市民活動交流セ

MOHOST による評価」)でした．講師は山田孝先生(目白大

ンター(旭川市宮前通東)で，午後 1 時半から 5 時半まで

学大学院リハビリテーション学研究科教授)で，絵カード

開催しました．参加者は 22 名と学生 5 名の計 27 名でし

評価法のミニレクチャーがありました．世話人は八杉基

た．発表者は神保志帆先生(旭川圭泉会病院．演題名「前

史先生(岡山県精神科医療センターリハ部長)で，参加費は

頭側頭型認知症通所者に対する MOHOST を用いた評

1,500 円，学生 500 でした．

価」)と笹倉貴人先生(医療法人社団潤清会端野病院．演

3 月 1 日(土)に，第 2 回大阪を大阪リハビリテーショ

題名「作業目標を協業により検討し，他職種チームにて

ン大学(大阪市北区天満 1-17-3)で，午後 2 時から 6 時ま

支援計画を立案した事例」)でした．講師は山田孝先生(目

で開催しました．参加者は 32 名，学生 3 名，合計 35 名

白大学大学院リハビリテーション学研究科教授)で，絵カ

でした．発表者は万澤大輔先生(日翔会生野愛和病院．演

ード評価法のミニレクチャーがありました．世話人は本

題名「意味のある作業の遂行と語りを通じて新たな習慣

家寿洋先生(北海道医療大学)で，
参加費は会員 1,500 円，

を獲得した前頭型認知症者への作業療法」)と岡山友哉先

学生 500 円でした．

生(京都民医連中央病院．演題名「価値の高い作業がクラ

2 月 2 日に 11 月 17 日(日)に，第 29 回神奈川を，神奈

イアントの作業選択に変化をもたらした作業療法」)でし

川県立保健福祉大学(横須賀市平成町 1-10-1)で，1 時か

た．
講師は山田孝先生(目白大学大学院リハビリテーショ

ら 16 時まで開催しました．参加者は 32 名でした．発表

ン学研究科教授)で，井口知也先生（大阪保健医療大学）

者は志木田	
 孝治先生（茅ヶ崎新北陵病院．演題名「自己

と絵カード評価法のミニレクチャーがありました．世話

の空間への逃避行動が改善した事例」）でした．講師は

人は井口知也先生（大阪保健医療大学）で，参加費は会

笹田哲先生( 神奈川県立保健福祉大学准教授) で，

員 1,500 円，学生 1,000 円でした．	
 

「MOHO を臨床で使うコツ」のミニレクチャーがあり

3 月 9 日(日)に，第 70 回東京(西部地区)を実施する予

ました．
世話人は笹田哲先生，
参加費は 1,500 円でした．

定でしたが、参加者が少ないため，中止になりました．

2 月 8 日(土)に，第 4 回岐阜を岐阜・平成医療専門学

なお，来年度の東京西部地区はお休みとさせていただき

校(岐阜市黒野 182)で，午後 6 時半から 8 時半まで開催

ます．長年に渡り参加して頂きました方々と世話人の樗

しました。参加者は 22 名，学生 1 名の 23 名で，事例の

木真実先生(専門学校社会医学技術学院)に御礼申し上げ

発表はありませんでした．
講師は山田孝先生(目白大学大

ます．
来年度は春と秋に人間作業モデルセミナーとして，

学院リハビリテーション学研究科教授)で，絵カード評価

再出発を図りたいと思います．

法のミニレクチャーがありました．世話人は永井貴志先

3 月 16 日(日)，第 30 回九州を，麻生リハビリテーシ

生(平成医療専門学校)で，
加費は会員 1,500 円，
学生 500

ョン大学校(福岡市博多区東比恵 3-2-1)で，午後 1 時から

円でした．

午後 6 時まで開催しました．参加者は 18 名と学生 3 名

で，21 名でした．講師は山田孝先生(目白大学大学院リ

院生 4,500 円の予定です．	
 

ハビリテーション学研究科教授)で，
作業質問紙(OQ)のミ

＜九州・福岡・講習会＞5 月 10 日(土)と 11 日(日)に, 人間

ニレクチャーありました．
世話人は青山克美，
近藤昭彦，

作業モデル講習会を麻生リハビリテーション大学校(福

安部剛敏の各先生(麻生リハビリテーション大学校)で，

岡市博多区東比恵 3-2-1)で開催します．講師は山田孝先

参加費は 2,000 円です．なお，30 回目を迎えて，終了後

生(目白大学大学院リハビリテーション学研究科教授)

に食事会が開催されました

と青山克美麻生リハビリテーション大学校)の予定で，参
加費は両日参加の場合，会員 9,000 円，非会員 11,000

人間作業モデル講習会を開催します  

円，学生 4,500 円の予定です．
＜甲信越・長野・1 日講習会＞5 月 11(日)に, 人間作業モ

	
 
以下のように，人間作業モデル講習会を開催します．

デル 1 日講習会・基礎・評価法編を長野県伊那市のかん

参加希望の方はホームページから学会事務局に申し込ん

てんぱぱくぬぎの杜小ホール(伊奈市西春近)で開催しま

で下さい．受講料は会員 9,000 円，非会員 11,000 円で

す．講師は石井良和先生（首都大学東京人間健康科学研

す．なお，これまでに受講されたことのある方はリピー

究科教授）
の予定で，
参加費は会員5,000 円，
非会員7,000

タ割引として 3,000 円引きで受講できます．ただし，リ

円，学生・院生 4,500 円です

ピータには配布資料はありませんので，前回の資料をご

＜東海・愛知・講習会＞5 月 24 日(土)と 25 日(日)に, 人間

持参下さい．	
 

作業モデル講習会を愛知医療学院短期大学（愛知県清須

また，人間作業モデル 1 日講習会も開催されます．1

市一場 519）で開催します．講師は山田孝先生(目白大学

日講習会は基礎コースとして基礎・評価法編，中間コー

大学院リハビリテーション学研究科教授) と野藤弘幸先

スとして評価実習編，そして，アドバンスコースとして

生(常葉大学保健医療学部)の予定で，参加費は両日参加

治療編があります．通常は基礎・評価法編からアドバン

の場合，会員 9,000 円，非会員 11,000 円，学生 4,500

ス・治療編の順序で受講することをおすすめしますが，

円の予定です．

そうでなくとも受講できます．受講料は会員 5,000 円，

＜東北・宮城・1 日講習会＞6 月 8 日(日)に, 人間作業モデ

非会員 7,000 円，学生 4,500 です．なお，リピータ割引
はありません．

ル 1 日講習会・基礎・評価法編を東北文化学園大学(仙台
市青葉区国見 6-45-1)で開催します．講師は石井良和先生

人間作業モデル講習会を自分の地域で開催を希望す

（首都大学東京人間健康科学研究科教授）の予定で，参

る方は，学会事務局までお知らせ下さい．事務局ではお

加費は会員 5,000 円，非会員 7,000 円，学生・院生 4,500

申し出のあった方と関係者と協議して，講習会の開催を

円の予定です．

前向きに検討したいと思います．事務局のメールアドレ

＜東海・静岡・1 日講習会＞6 月 8(日)に, 人間作業モデル

スは objim@jsrob.org です．

1 日講習会・基礎・評価法編を浜松市リハビリテーショ

＜関西・和歌山・1 日講習会＞4 月 13 日(日)に, 人間作業

ン病院(浜松市和合町 1327-1)で開催します．講師は山田

モデル 1 日講習会・基礎・評価法編を和歌山市内(場所未

孝先生(目白大学大学院リハビリテーション学研究科教

定)で開催します．講師は山田孝先生(目白大学大学院リ

授)の予定で，参加費は会員 5,000 円，非会員 7,000 円，

ハビリテーション学研究科教授)の予定で，参加費は会員

学生・院生 4,500 円の予定です

5,000 円，非会員 7,000 円，学生・院生 4,500 円の予定

＜関西・和歌山・1 日講習会＞6 月 15 日(日)に, 人間作業

です．

モデル 1 日講習会・評価法の実際編を和歌山市内(場所未

＜甲信越・山梨・1 日講習会＞4 月 13(日)に, 人間作業モ

定)で開催します．講師は山田孝先生(目白大学大学院リ

デル 1 日講習会・基礎・評価法編を山梨県立青少年セン

ハビリテーション学研究科教授)の予定で，参加費は会員

ター(甲府市田町 517)で開催します．講師は石井良和先

5,000 円，非会員 7,000 円，学生・院生 4,500 円の予定

生（首都大学東京人間健康科学研究科教授）の予定で，

です．

参加費は会員 5,000 円，
非会員 7,000 円，
学生・院生 4,500

＜東海・岐阜・1 日講習会＞6 月 29 日(日)に, 人間作業モ

円の予定です

デル 1 日講習会・基礎・評価法編を岐阜市・平成医療専

＜関東・東京・1 日講習会＞4 月 20 日(日)に, 人間作業モ

門学校(岐阜市黒野 182)で開催します．講師は山田孝先

デル 1 日講習会・治療編を首都大学東京荒川キャンパス

生(目白大学大学院リハビリテーション学研究科教授)の

(荒川区東尾区 7-2-10)で開催します．講師は山田孝先生

予定で，参加費は会員 5,000 円，非会員 7,000 円，学生・

(目白大学大学院リハビリテーション学研究科教授)の予

院生 4,500 円の予定です．

定で，参加費は会員 5,000 円，非会員 7,000 円，学生・

＜甲信越・山梨・1 日講習会＞7 月 6 日(日)に, 人間作業モ

Mar. 2014
デル 1 日講習会・評価法の実際編を山梨県立青少年セン

(麻生リハビリテーション大学校)で，
参加費は2,000 円，

ター(甲府市田町 517)で開催します．講師は山田孝先生

学生 500 円の予定です．

(目白大学大学院リハビリテーション学研究科教授)の予

5 月 31 日(日)に，第 5 回中四国を，地方独立行政法人

定で，参加費は会員 5,000 円，非会員 7,000 円，学生・

岡山県精神科医療センター(岡山市北区鹿田本町 3-16)で，

院生 4,500 円の予定です．

午後 1 時から 6 時まで開催します．
講師は山田孝先生(目

＜九州・鹿児島・1 日講習会＞7 月 13 日(日)に, 人間作業

白大学大学院リハビリテーション学研究科教授)の予定

モデル 1 日講習会・治療編を鹿児島大学医学部保健学科

で，ミニレクチャーがあります．世話人は八杉基史先生

(鹿児島市桜ケ丘)で開催します．講師は山田孝先生(目白

(岡山県精神科医療センターリハ部長)で，参加費は 1,500

大学大学院リハビリテーション学研究科教授)の予定で，

円，学生 500 の予定です．	
 

参加費は会員 5,000 円，
非会員 7,000 円，
学生・院生 4,500

6 月 14 日(土)に，第 35 回近畿を，関西学研医療福祉

円の予定です．

学院(奈良市右京 1-1-5)で，午後 1 時か 5 時まで開催しま

＜甲信越・長野・1 日講習会＞7 月 20 日(日)に, 人間作業

す．講師は山田孝先生(目白大学大学院リハビリテーショ

モデル 1 日講習会・評価法の実際編を長野県箕輪町文化

ン学研究科教授)	
 でミニレクチャーがあります．世話人

センター(上伊那郡箕輪町大字中箕輪松島 10291)で開催

は大松慶子先生(関西学研医療福祉学院)の予定です．参

します．
講師は山田孝先生(目白大学大学院リハビリテー

加費は 1,000 円(学生 500 円)の予定です．

ション学研究科教授)の予定で，
参加費は会員 5,000 円，

6 月 28 日(土)に，第 5 回岐阜を岐阜・平成医療専門学

非会員 7,000 円，学生・院生 4,500 円の予定です．

校(岐阜市黒野 182)で，午後 6 時半から 8 時半まで開催

＜北海道・札幌・1 日講習会＞7 月 27 日(日)に, 人間作業

します．
講師は山田孝先生(目白大学大学院リハビリテー

モデル 1 日講習会・評価法の実際編をかでる２・７(札幌

ション学研究科教授)の予定です．世話人は永井貴志先生

市中央区北２条西７丁目道民活動センタービル)で開催

(平成医療専門学校)で，加費は会員 1,500 円，学生 500

します．
講師は山田孝先生(目白大学大学院リハビリテー

円の予定です．

ション学研究科教授)の予定で，参加費は会員 5,000 円，

7 月 12 日(土)に，7 月 13(日)に, 人間作業モデル 1 日

非会員 7,000 円，学生・院生 4,500 円の予定です．

講習会・治療編を鹿児島大学医学部保健学科(鹿児島市桜

※広島での開催に変更となりました（6/24 現在）
．

ケ丘)で開催します．講師は山田孝先生(目白大学大学院
リハビリテーション学研究科教授)の予定で，世話人は岩

人間作業モデル事例検討会を開催します  
  

瀬先生(鹿児島大学)で，参加費は 1,500 円，学生 500 円
の予定です．

2014 年 4 月 26 日(土)に，第 1 回東京人間作業モデル
セミナーを、午後 6 時から 8 時半まで，専門学校社会医

このほかに，北海道作業行動研究会で MOHO 事例検

学技術学院(小金井市中町 2-22-32)で開催します．
「回復

討会を行っています．世話人・講師は村田和香先生(北海

期リハビリテーションにおける MOHO の利用」を主題

道大学大学院保健科学研究院教授)で，参加費は 500 円

にゲストスピーカーを迎え，セミナーを行います．ゲス

です．参加者は研究会に入会する必要があります(入会金

トスピーカーは宗形智成先生(茅ヶ崎新北陵病院)と	
  	
  	
 1,000
	
  	
  	
 円)．日程はホームページをご覧下さい．
	
  	
  	
  	
  	
 
横山信一先生(公立阿伎留医療センター)で，コオーデネ
ーターは山田孝先生(目白大学大学院リハビリテーショ
ン学研究科教授)の予定です．世話人は樗木真実先生(専
門学校社会医学技術学院)で，参加費は 1,500 円です．
5 月 10 日(土)に，第 31 回九州を，麻生リハビリテー
ション大学校(福岡市博多区東比恵 3-2-1)で，午後 2 時か
ら午後 6 時まで開催します．講師は山田孝先生(目白大学
大学院リハビリテーション学研究科教授)で，ミニレクチ
ャーがあります．世話人は近藤昭彦と安部剛敏の各先生

研修会と事例検討会の情報は，研究会のホームページ
でご覧いただいて詳細情報を得て，ご参加下さい．

